平成２７年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
交付決定一覧

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

1 革工房アバッリ

反射革メッセンジャーバッグ開発事業、およびそれに
伴う生産効率向上計画

5,000,000

平成28年6月23日

2 株式会社桑原建具工業

オリジナルプレカットマシン導入による、生産性向上
及び新市場開拓

5,000,000

平成28年6月27日

3 株式会社アセック

航空機ギヤードターボファンエンジン部品の量産対
応による生産性向上の改善

27,632,266

平成28年6月27日

4 株式会社フジ商事

最新高速加工機導入による金型加工精度向上及び
短納期化

25,080,000

平成28年6月27日

5 有限会社石塚技研

センターレス研削盤の半自動化による「革新的な生
産方法」の確立

9,300,000

平成28年6月27日

6 株式会社アサヒプレシジョン

手術支援ロボット用アーム錘部（関節）の加工技術で
日本の医療ロボット開発に貢献する

29,266,000

平成28年6月28日

ホールガーメント無縫製編機を活用しての、独自性
7 丸正ニットファクトリー株式会社且つ、魅力的製品開発による、海外及び国内新規市
場開拓プロジェクト

5,000,000

平成28年6月28日

8 有限会社フィロソフィー

マイクロレンズアレイに特化した革新的加工法の確
立

30,000,000

平成28年6月28日

9 斑鳩建築

県産杉特殊加工床材の製造・提供体制の確立によ
る競争力強化

1,433,333

平成28年6月28日

省エネ・高速・高精度レーザー加工機の導入により、
大型農業機械用刃物の自動化技術の確立

30,000,000

平成28年6月29日

1,810,400

平成28年6月29日

10 皆川農器製造株式会社

赤外線サーモグラフィによる建物維持管理のワンス
11 株式会社渋谷建築設計事務所
トップサービスの提供
12 シゲル工業株式会社

最新モデルの４ｍベンダー機導入による新製品開発
と生産性向上

30,000,000

平成28年6月30日

13 ニューロング精機株式会社

最新型工作機械導入による、革新的な生産体制の
改善事業

10,000,000

平成28年6月30日

14 株式会社三愛マクセル

超精密光学機器用金型製造への本格的参入に向け
た最新型マシニングセンター導入による生産能力強
化

18,423,333

平成28年6月30日

15 ミツワ金属株式会社

工程数削減とコスト低減による受注拡大のためのプ
レス加工技術の習得

15,500,000

平成28年6月30日

16 有限会社遠藤家具

自動位置決め切断加工機導入による家具製造の生
産性・効率化の向上

3,000,000

平成28年6月30日

17 株式会社グレヌ

チョコレートコーティング機導入による生産性向上及
び新商品開発事業

2,466,666

平成28年6月30日

18 株式会社長岡計器

安全、環境まで意識した除雪費集計システムの構
築、販売

4,966,666

平成28年6月30日

19 株式会社ベスト

高速自動裁断機導入による小ロット・高品質を低コス
トに実現する生産プロセスの革新

10,000,000

平成28年7月1日

20 株式会社スリーピークス技研

外観品質向上によるブランド力強化を目指した自動
研磨機の開発・導入

5,700,000

平成28年7月4日
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21 有限会社フナックス

新型レーザー溶接機導入による大型金型の出張修
理・メンテナンス事業の確立

7,121,380

平成28年7月4日

22 逸見酒造株式会社

蒸米工程の革新により、新市場向け清酒の高品質化
を図り競争力強化を実現する

4,766,000

平成28年7月4日

23 ジャパナクラフト株式会社

日本古来の素材を最新技術で染色～世界に発信で
きる高付加価値商品の開発～

9,666,666

平成28年7月4日

24 株式会社シンテック

最新設計支援ソフトを活用した、機械・ソフト設計の
効率化による事業基盤強化

7,987,999

平成28年7月4日

25 太陽丸互シリンダ株式会社

特殊差動四爪チャック付ＮＣ旋盤導入による異形状
製品の新生産体制構築

10,000,000

平成28年7月4日

26 プロスパー株式会社

体内固定用インプラント部品の高能率・高信頼性製
造技術の開発

7,942,000

平成28年7月4日

27 中村精工株式会社

医療用洗浄・滅菌箱の「可視化」に伴う非金属加工
への取組

5,000,000

平成28年7月4日

28 切り文字屋オッケイ

装飾キット開発、提供による小規模中小企業の展示
会出展促進事業

2,320,000

平成28年7月4日

29 桐沢精肉店

冷蔵ショーウインドーと真空包装機の導入により、地
域のお客様と全国のふるさと納税者に「にいがた和
牛新発田市産」を毎日、提供する

1,500,000

平成28年7月4日

30 小片鉄工株式会社

一貫した生産プロセスの構築によるバイオマスボイラ
事業の推進

9,266,666

平成28年7月5日

31 明和工業株式会社

大型ＣＮＣ旋盤導入による産業機械用長尺シャフトの
高精度加工体制確立と受注増計画

17,333,000

平成28年7月5日

32 石塚酒造株式会社

もち米四段仕込みによる清酒の低アルコール化商品
の開発

5,966,666

平成28年7月5日

33 株式会社高口又四郎商店

高温高圧調理殺菌装置を用いた国産青大豆製品の
市場拡大と海外展開

21,910,000

平成28年7月5日

34 株式会社冨士屋

新潟県産小麦と米粉を原料とした自社製自然酵母の
培養技術の確立と新商品開発

5,000,000

平成28年7月5日

35 株式会社高見工業所

最新高性能マシニングセンター導入により自社でで
きなかった加工工程の内製化を図る

30,000,000

平成28年7月5日

36 有限会社共栄産業

立形マシニングセンタ導入による極小ロット・短納期
ニーズの受注拡大

10,000,000

平成28年7月5日

37 今井建具店

最新パネルソー導入による加工技術の高精度化と自
社内製化の向上

3,546,666

平成28年7月5日

38 有限会社佐久間工業

ファイバーレーザ加工機での高反射材切断と切断の
自動化での工法改革

30,000,000

平成28年7月5日

39 株式会社イイキ

高精度ＬＥＤ搭載用基板のレジスト形成技術の確立

30,000,000

平成28年7月5日

40 田三金属株式会社

洋食器製造技術の高度化による生産システムの革
新

2,851,733

平成28年7月5日

41 株式会社山津電機

レンズ形状の精密測定実現をするための、三次元測
定器の設備投資

10,000,000

平成28年7月5日

42 藤屋段ボール株式会社

印刷ずれ補正機能強化の打抜き機による高効率な
段ボールケース製作ラインの構築

30,000,000

平成28年7月5日

2／9

申請者名称

事業計画名

交付決定額

交付決定日

43 塩川酒造株式会社

日本酒の新たな販路開拓（輸出）のためのラベラー
機の導入

2,033,333

平成28年7月5日

44 笹川産業株式会社

抜き工程の効率化、高精度化による、自動倉庫部品
の受注拡大計画

30,000,000

平成28年7月5日

45 有限会社北越金型

最先端サーボプレス機導入による異形状プレス金型
の開発と高付加価値化の実現

30,000,000

平成28年7月5日

46 新潟精機株式会社

１μ以下の精度を追求した内径加工の高効率化

10,000,000

平成28年7月5日

47 株式会社Ｇ．Ｆ．Ｇ．Ｓ．

海外での販促事業に向けた受注生産システム構築と
新定番アイテム制作

2,320,299

平成28年7月5日

48 株式会社ハシモト

金型加工設備の導入とチタン製マグカップの温間絞
り加工技術の開発

25,933,333

平成28年7月5日

49 株式会社中越

より広い色域を再現し鮮やかな仕上がりの高付加価
値印刷技術の確立

3,466,666

平成28年7月5日

50 株式会社シーアイシー

衣類プリントの生産性向上と多品種への展開

2,280,000

平成28年7月5日

51 有限会社中原農園

野菜皮むき作業の機械化による加工野菜製造の効
率化と経営体質の強化

3,266,666

平成28年7月5日

52 株式会社日乃出輸送

尿素水自家製造によるディーゼル車排気ガスの浄化
推進と運送事業の経費節減の両立

5,000,000

平成28年7月5日

53 いちごカンパニー株式会社

イチゴの通年栽培で、苗のクラウド管理システムによ
る収益の向上と安定

4,000,000

平成28年7月5日

54 有限会社シンエー木型工業

発泡スチロール型製造における材料切断工程改善
による生産リードタイム削減事業

3,089,925

平成28年7月6日

55 株式会社松平鋳工所

鋳型造型ラインの再構築による生産プロセスの改善
と作業環境の向上

10,000,000

平成28年7月6日

56 高野鉄工所

船舶用トランスミッション部品加工の革新化及び納期
短縮化

10,000,000

平成28年7月6日

57 株式会社片貝製作所

鋳物砂性状コントロールシステム導入による砂の安
定・生産性向上事業

30,000,000

平成28年7月6日

全自動裁断機・自動延反機導入による、小ロット、高
58 株式会社オーダー・オブ・メリツト・プランニング
品質を低コストに実現する生産プロセスの革新

10,000,000

平成28年7月6日

59 Ｋプロダクト

生産性向上を目的とした、最新型自動バリ取り機械
の導入事業

4,933,333

平成28年7月6日

60 株式会社津南油圧

長尺油圧シリンダーチューブの経済的内径加工への
挑戦と受注拡大

5,000,000

平成28年7月6日

61 日本ベアリング株式会社

工作機械の大型化・高精度化に対応したスピンドル
生産工程の大幅改善

30,000,000

平成28年7月6日

62 株式会社エヌデーイナダ

クリーンルームの自動化による高精度・美粧塗装加
工の生産性向上事業

5,000,000

平成28年7月6日

63 関川木工所

小型ＮＣルーター導入による高品質製品の製造と生
産性の向上

5,000,000

平成28年7月6日
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64 有限会社宮村製麩所

新発田名産「麩」の高性能設備導入における職人の
育成と生産能力拡大

2,977,777

平成28年7月6日

65 トップ工業株式会社

最新型高精度・高剛性マシニングセンタ導入による
工程集約

10,000,000

平成28年7月6日

66 有限会社白子田工業

重量物据え付け工事における作業期間の大幅な短
縮と特殊作業への対応

2,206,666

平成28年7月6日

67 第一合繊株式会社

新型レピア織機導入による高難度織物の生産性向
上と適用分野の拡大

9,909,066

平成28年7月7日

68 株式会社エクシード

一枚裁ち高速裁断機一式（ＣＡＤ－ＣＡＭ）の導入に
よる作業の効率化・製品の均一化と、雇用拡大の実
現

5,000,000

平成28年7月7日

69 株式会社加藤研削工業

金属加工用丸鋸刃研削の自動化による生産革新

23,499,990

平成28年7月7日

70 株式会社ヒカリ

磨き部門の機械化による生産の向上と繊細な彫刻を
磨く技術の導入

9,990,979

平成28年7月7日

71 株式会社ハイサーブウエノ

ＹＡＧレーザー加工機の導入によるステンレスの溶接
加工の高度化とステンレス筐体の新製品開発

10,000,000

平成28年7月7日

72 有限会社熊倉製作所

最新式複合加工機の導入による、ポリゴン加工技術
の革新と、医療機器市場への新展開

10,000,000

平成28年7月7日

同一設備で試作品から量産まで対応できる革新的な
73 フジイコーポレーション株式会社
生産システム

30,000,000

平成28年7月7日

74 有限会社夢宇来

ＮＣルーター導入による職人技術の数値化及び短納
期実現と多様化する要望の対応

7,763,332

平成28年7月7日

75 東商技研工業株式会社

計測プロセス改善によるバレル処理のデータ化

5,320,000

平成28年7月7日

76 宮本警報器株式会社

レーザ半田と組立て自動化による品質と生産性の向
上

10,000,000

平成28年7月7日

77 株式会社イーティー工業

最新式ロボット溶接による生産体制の改善と新分野
への挑戦

30,000,000

平成28年7月7日

78 株式会社アオヤマテックス

２．５次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる納期短縮と複
雑形状加工への挑戦事業

1,218,666

平成28年7月7日

79 株式会社山之内製作所

航空機部品製作に係る設備導入及び試作

5,000,000

平成28年7月7日

80 有限会社マルセンクラフト

高品質ＣＦＲＰ部品製造の為の成形装置導入と新分
野進出

10,000,000

平成28年7月7日

81 株式会社エトーメッシュ

チタン製円筒アノードバスケットの開発と永続的な加
工技術の習得

7,490,000

平成28年7月7日

82 株式会社越後鶴亀

ワイン酵母仕込み清酒におけるパストライザー導入
での高品質化

5,000,000

平成28年7月7日

83 株式会社栄工舎

航空機や自動車部品の高精度化に寄与する、球面
カッターの内製化と高度化

30,000,000

平成28年7月7日

84 株式会社外山刃物

高付加価値鍛造刃物の革新的品質管理体制の構築

4,833,333

平成28年7月7日
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85 株式会社佐善

レベラーフィード機導入による瓦屋根用雪止め金具
等の生産性、品質の向上及び生産コスト削減

4,979,999

平成28年7月7日

86 株式会社吉原商店

堆肥製造の作業効率の改善と生産性を高める設備
の導入

1,133,333

平成28年7月7日

87 高野酒造株式会社

充填機及びクリーンブース導入による品質管理改革

10,000,000

平成28年7月7日

88 株式会社早川器物

熔射技術導入による電磁対応「湯沸」の開発

4,937,333

平成28年7月7日

89 鮭物産株式会社

電気厨房機と急速冷却冷凍装置の導入による鮭加
工品の安心・安全な生産体制の確立

4,970,000

平成28年7月7日

90 ＴＯＤＡ株式会社

マグネシムと樹脂の一体成型によりアッセイ時の効
率化を図る

10,000,000

平成28年7月7日

91 株式会社越後一

乳酸菌発酵等による抗酸化機能を付与した高機能
性麹糖の試作開発

7,876,000

平成28年7月7日

92 株式会社マトー

住宅屋根板金用折曲機導入による納期短縮と工事
コストの抑制

5,000,000

平成28年7月7日

93 有限会社美寄車体

超高張力鋼板に対応したスポット溶接機導入により
安全性向上と短納期化の実現

1,566,000

平成28年7月7日

94 菊田溶接

ロボットを用いた最新溶接プロセスによる高品質化事
業

5,000,000

平成28年7月8日

スマートダイナミックコンクリートを利用したコンクリー
95 永井コンクリート工業株式会社
ト製品の製造

7,433,333

平成28年7月8日

ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた保険適用、高耐久性を実現す
96 株式会社バイオデンタルラボラトリー
る歯冠修復物の作成

3,952,799

平成28年7月8日

97 坂井精機株式会社

最新のワイヤ放電技術による革新的加工方法の確
立による競争力強化

10,000,000

平成28年7月8日

98 エヌ・エス・エス株式会社

小ロット生産性向上ＩｏＴシステムの構築

30,000,000

平成28年7月8日

99 株式会社テクノフレックス

大口径ベローズ形伸縮管継手の技術革新によるリー
ドタイム短縮及び品質、生産性の向上

30,000,000

平成28年7月8日

100 株式会社大滝鉄工所

最新型のレーザーマーカーによる、ステンレスへのカ
ラー発色技術の開発

4,060,000

平成28年7月8日

101 株式会社倉持鐵工所

曲尺自動溶接機による接合生産性の向上と度器の
国内生産基盤承継

3,866,666

平成28年7月8日

102 株式会社オダジマ

最新表面加工機導入による新しい表面加工技術の
確立・生産性向上と新規事業展開

1,020,000

平成28年7月8日

103 加茂錦酒造株式会社

日本酒の麹製造工程の環境改善による「四季醸造
の確立」と 「酒質の向上」及び新市場への展開

4,600,000

平成28年7月8日

104 株式会社アダマス

砥石表面整流用溝付高精度・高品質切断加工用薄
型ダイヤモンド砥石の開発

10,000,000

平成28年7月8日

105 株式会社アイプリント

高性能印刷機導入による特殊素材ラベルの製造と
生産性向上の実現

10,000,000

平成28年7月8日
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106 新潟メタリコン工業株式会社

航空機業界の高度な顧客要求に応える材料～製品
トータル評価システムの構築

10,000,000

平成28年7月8日

107 メタルクラフト田村

自動化やマニュアル化困難な複雑・多工程・少量生
産製品への短納期対応及び競争力強化

2,413,333

平成28年7月8日

108 あおき味噌株式会社

麹菌による穀類からの糖類生産とその利用

2,075,000

平成28年7月8日

建造物等の健全度診断をＵＡＶと赤外線カメラを利用
109 株式会社足立測量設計事務所
し３次元モデルでの可視化サービスの提供

5,500,000

平成28年7月8日

110 有限会社ワイズ

強アルカリイオン電解水を使った人と環境に優しい床
清掃

1,993,333

平成28年7月8日

111 有限会社三協塗装

長期耐久性塗装技術の「粉体塗装」への応用開発

6,008,666

平成28年7月11日

112 入澤製麺株式会社

新型包装機導入による生麺の賞味期限の大幅アッ
プと乾麺の商品魅力度アップを図る

10,000,000

平成28年7月11日

113 株式会社トーダイ

ロール技術応用によるカトラリーの高級化とホテル業
界への販売拡大

9,100,000

平成28年7月11日

114 株式会社長岡金型

精密プラ型生産における加工の高速・高精度化と検
査精度の向上

26,133,333

平成28年7月11日

115 株式会社スタックス

高精度化・増産が求められる航空宇宙・医療機器分
野の高度化対応の実現

30,000,000

平成28年7月11日

116 株式会社サトル工業所

「成型品に傷をつけない金型製作」の短納期実現

9,940,000

平成28年7月11日

117 株式会社長谷川工機

横型マシニングセンター導入を通じた短納期化対応

10,000,000

平成28年7月11日

118 尾畑酒造株式会社

瓶詰工程のクリーン化と新機能付加による高品質清
酒製造で輸出拡大

10,000,000

平成28年7月11日

119 中一工業

最先端ワイヤー放電加工機導入による金型製作の
高精度化と短納期対応

8,660,000

平成28年7月11日

120 有限会社湯本建設工業

製造ライン（孔明け）の効率化と高精度化による生産
性向上と競争力強化

5,000,000

平成28年7月11日

121 ケイセイ医科工業株式会社

ＴＰＰ対応医療縫合材の包装システムの開発

30,000,000

平成28年7月11日

122 株式会社片岡製作所

レーザーマーカ導入による生産ライン最適化の実現

3,933,333

平成28年7月11日

123 株式会社オフダイアゴナル

大面積磁気イメージングプレート量産条件確立のた
めの設備導入計画

2,790,666

平成28年7月11日

124 株式会社太田材木店

建築製材品トレーサビリティ導入事業

3,673,000

平成28年7月11日

125 株式会社小竹製菓

昭和の香りをとどめた“ご当地パンブランド”強化のた
めの設備導入

2,283,333

平成28年7月11日

126 株式会社美松

アレルギー対応のデザート菓子の開発・販売

10,000,000

平成28年7月11日

6／9

申請者名称

127 有限会社もみの木
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蕎麦打ちの機械化による蕎麦食べ放題業態の拡大

3,711,333

平成28年7月11日

糸状菌の低酸素発酵を利用した高栄養機能性食品
128 株式会社バイオテックジャパン
の開発

4,712,666

平成28年7月12日

129 有限会社ＴＧテクニカ

自動溶接機と研磨機導入によるコスト削減化と品質
の安定化

10,000,000

平成28年7月12日

130 株式会社田辺製作所

次世代半導体装置用・高精度レンズ研磨加工

10,000,000

平成28年7月12日

医療・介護ロボット向け多品種少ロット部品の工程集
131 共栄エンジニアリング株式会社
約型高効率生産システム構築

30,000,000

平成28年7月12日

132 株式会社今井技巧

４．８ｔホイスト式天井クレーン導入による超大型金型
の受注損失の回避

3,160,000

平成28年7月12日

133 越銘醸株式会社

飲酒若年世代 向けに保存性を高めた炭酸飲料の開
発

8,869,300

平成28年7月12日

134 フジカラーニコット

新しい写真の残し方を提案することによる従来の写
真店からの変革

5,000,000

平成28年7月12日

135 有限会社町永木型製作所

鋳造用木型・発泡型生産において最新式大型ＮＣ加
工機導入を通じた加工リードタイム短縮と増産対応

17,918,666

平成28年7月14日

136 株式会社山口製作所

プレス製造ＩｏＴシステムによる測定技術高度化と不
良撲滅、生産性向上

21,969,333

平成28年7月14日

137 株式会社スパンギャルド

高付加価値の染色技術開発及び生産システムの合
理化による生産性向上

4,658,519

平成28年7月14日

138 ミヤモト・トミックス株式会社

最新鋭・極小チップ搭載機導入による車載カメラモ
ジュールの量産ライン構築

10,000,000

平成28年7月14日

既存客受注強化、海外等新規開拓の為の最新機導
139 株式会社アルティスタインターナショナル
入による画期的製品開発

10,000,000

平成28年7月14日

140 有限会社藤次郎

缶詰用真空巻締め機の導入による生産性向上と液
汁の少ない新商品開発と新市場への展開

1,913,580

平成28年7月14日

141 有限会社バラーズファクトリー

高機能水性カラーシステムと高機能ブース導入によ
る移動販売車製造プロセスの改良・確立

7,380,000

平成28年7月14日

142 三仏生繊維株式会社

最新編機導入による靴下生産の効率化及びライン
ナップの拡充

5,000,000

平成28年7月14日

143 有限会社藤田鉄工所

４軸制御のＭＣ導入による牽引手術台の生産工程の
再構築と加工技術の研究開発

10,000,000

平成28年7月14日

144 株式会社サンニード

日本酒メーカー向け醸造設備メンテナンスのサービ
ス提供力の強化

4,600,000

平成28年7月14日

145 住乃井酒造株式会社

海外向けの３Ｌバッグインボックス用の日本酒商品の
試作品開発

10,000,000

平成28年7月15日

146 有限会社ホクヨー製作所

大型天井クレーン導入による大型鉄道車両の製造実
現と市場拡大

4,550,800

平成28年7月15日

147 イオカ電子株式会社

異物モニタリングシステム

2,799,999

平成28年7月15日
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148 栃尾ニット株式会社

ダブルニット丸編み生地の多品種小ロット生産にお
ける短納期化と高品質化

10,000,000

平成28年7月15日

149 佐渡精密株式会社

ＩＯＴを用いた生産マネージメントシステム導入による
スライドベアリング部品の製造力強化

30,000,000

平成28年7月15日

150 合資会社竹田酒造店

ふくよかな味わい・甘み・キレを有する上越産日本酒
の品質安定化及び販路拡大

4,666,666

平成28年7月15日

151 有限会社大塚木型製作所

最新大型ＮＣ工作機械による超大型木型の高精度
化と革新的な生産プロセスの改善

16,173,333

平成28年7月15日

152 有限会社なかよしミート

米を主原料とした発酵調味酵素液を含浸させた熟成
肉の開発

5,000,000

平成28年7月15日

153 品田産業株式会社

発光分光分析器導入による高品位鋳造原料の発掘
と鋳造原料供給事業の拡大

5,200,000

平成28年7月15日

154 田代精工株式会社

ＣＦＲＰ、ハニカム材、非鉄金属切削用新形状エンドミ
ル製品の商品化による事業拡大

20,854,000

平成28年7月19日

155 アルバ株式会社

中小企業特化の新規顧客開拓システムとノウハウ提
供

3,668,132

平成28年7月19日

156 ネーム・マークかたやま

刺繍ソフトと刺繍ミシン導入による新分野の開拓

3,136,666

平成28年7月19日

157 株式会社サンカ

最新複合加工機を導入し新次元高効率段取りとデジ
タル化の融合による新分野への進出

27,267,666

平成28年7月19日

158 吉川化工株式会社

最先端材質管理体制構築により最高品質の最短納
期実現

10,000,000

平成28年7月19日

159 株式会社粋プランニング

超簡単名刺作成アプリ（スマートフォン名刺作成アプ
リによる名刺印刷受注システムの革新）

5,000,000

平成28年7月19日

先進医療歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる、金属
160 ＭＡＴＳマツグチアートティースサービス
を用いない 保険適用の『白い歯』の製作・普及

3,000,000

平成28年7月20日

161 株式会社青芳製作所

ＶＩＮＴＡＧＥテーブルウェアの海外販路拡大のための
受注～出荷管理システムの導入

10,000,000

平成28年7月20日

162 株式会社テクノスコープ

ＵＳＢ３．０インターフェース対応の超高速画像処理シ
ステム製品群の強化

1,823,000

平成28年7月21日

氷感技術によりスプレーマムの開花時期を調整し付
163 有限会社いたがきアグリ・サービス
加価値を向上する

4,646,666

平成28年7月22日

164 株式会社ルクス・エナジー

３６０°全天球型カメラ用高輝度ＬＥＤ照明の製品化

4,069,331

平成28年7月26日

165 東陽レック株式会社

２色成形用の金型に関する、革新的な生産ラインの
研究開発

21,600,000

平成28年7月26日

地域の通院弱者への訪問歯科医療に対応する最新
166 有限会社クリアーデンタルセラミック
歯科技工技術の提供

7,020,000

平成28年7月26日

167 越後味噌醸造株式会社

販路拡大に向けた 【発酵テーマパーク】のサービス
開発事業

9,508,765

平成28年7月27日

168 株式会社ホーネンアグリ

連続投入ラインによる培養土製造の品質・生産性の
向上と多品目製造

30,000,000

平成28年7月28日
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169 ウエタックス株式会社

世界市場に向け量産を実現する為の防水マイクの開
発と設備導入

4,809,899

平成28年7月28日

170 株式会社ジェック

ドローンを利用した水路トンネル内部の状態調査機
器の開発・製作

3,926,665

平成28年7月29日

171 三条印刷株式会社

本社と印刷工場で、実用度重視の印刷検査システム
構築を行い、印刷検査状況を遠隔にある本社にてモ
ニタリングする

5,000,000

平成28年7月29日

172 田中商事株式会社

多品種化と差別化ニーズに向け、卸と酒造メーカー
による生販一体のシステム構築

7,525,466

平成28年7月29日

新潟産キューブ型「高級ライスコロッケ」の開発で「食
173 ＪａｍＳｅｓｓｉｏｎＰｅｏｐｌｅ株式会社
づくりブランド」を日本から世界へ

5,000,000

平成28年7月29日

174 株式会社ＴＭＣ

高精度画像寸法測定器の導入によるエンボステープ
製造の精度品質と生産性の向上

3,796,666

平成28年8月1日

175 有限会社ハインズワーク

金属表面処理見本帳【新潟規格】の開発

4,733,799

平成28年8月1日

176 株式会社ＦｉｎｅＴｅｃｈ

ＦＲＰ製品製造のマスター（基になる形状）製作にお
ける３Ｄプリンタの活用

9,224,333

平成28年8月5日

177 株式会社オリエンタル

自社ブランド製品の構築

2,066,166

平成28年8月8日

178 株式会社青海製作所

最先端の眼科用治療部品への挑戦とオペレーション
機器の生産性向上

10,000,000

平成28年11月1日

179 株式会社ツインズ

着脱簡単、身体にフィットし快適なウェア用「結ばない
紐」の開発と輸出

10,000,000

平成28年11月8日

180 株式会社布施鉄工所

ＣＡＭ導入による生産リードタイムの短縮と難削材加
工技術の高度化、技術の標準化

3,260,000 平成28年11月11日

181 株式会社紅屋重正

米粉凍結により保水性機能を付加した小麦粉不使用
の１００％地場産酒饅頭の試作開発

6,021,400 平成28年11月11日

182 有限会社柄沢ヤスリ

精密平面研磨装置と双手（モロテ）ヤスリ掛け装置

9,966,666 平成28年11月17日

183 斎藤工業株式会社

口内清掃の介護用使い捨てスポンジブラシの自社製
品開発、販売
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10,000,000 平成28年11月21日

